
2022 年度 川崎市介護支援専門員連絡会の推薦委員一覧  

会議名  氏 名  所属事業所名  

川崎市介護保険運営協議会  出口 智子  ほがらか介護  

川崎市地域包括支援センター運営協議

会 
出口 智子  ほがらか介護  

川崎市要介護度等の改善・維持促進検

討委員会・ワーキンググループ合同会

議 

出口 智子  ほがらか介護  

川崎市地域包括ケアシステム連絡協議

会 
出口 智子  ほがらか介護  

川崎市地域包括ケアシステム連絡協議

会ワーキンググループ 
出口 智子  ほがらか介護  

川崎市在宅療養推進協議会 
宮田 雅子  

金長 雄二  

宮前平訪問看護ステーション  

ケアプランソーシャル  

指定管理者選定・評価委員会  尾石 恵美子  
株式会社セレモニア  

あっぷるケアプランセンター溝の口  

川崎市福祉有償運送運営協議会 青木 千鶴  
株式会社 NEC ライベックスウェル

ダリープラザ溝の口  

認知症疾患医療連携協議会 

北部 

尾石 恵美子  

南部 

出口 智子  

株式会社セレモニア  

あっぷるケアプランセンター溝の口  

 

ほがらか介護  

川崎市相談支援・ケアマネジメント 

連絡会議 

尾石 恵美子  

 

出口 智子  

株式会社セレモニア  

あっぷるケアプランセンター溝の口  

ほがらか介護  

川崎市高齢者実態調査検討委員会 出口 智子  ほがらか介護  

川崎市高齢者災害個別避難計画に関す

る検討会 
宮田 雅子  宮前平訪問看護ステーション  

川崎市居住支援協議会 青木 千鶴  
株式会社 NEC ライベックスウェル

ダリープラザ溝の口  

介護予防・日常生活支援総合事業のあ

り方検討 
宮田 雅子  宮前平訪問看護ステーション  



徘徊対策等に関する意見交換会 

出口 智子  

青木 千鶴  

 

柿沼 千絵  

ほがらか介護  

株式会社 NEC ライベックスウェル

ダリープラザ溝の口  

喫茶去居宅介護支援センター  

川崎市介護認定審査会  

川崎 鈴木 順一  ライフケアじゅん  

大師 寺﨑 伸一  SOMPO ケア川崎日進居宅介護支援 

田島 阿部 修久  馬嶋病院 居宅介護支援事業所  

幸 岸本 孝太郎  フルライフ川崎  

中原 東 良美  いしん居宅介護支援  

中原 中馬 智子  ソフトケア武蔵小杉事業所  

高津 佐藤 富美子  ケアパートナー優心  

宮前 岡 和子  ベネッセ介護センター鷺沼  

宮前 佐藤 利枝  ケアプランセンター青鷺  

多摩 酒井 嘉子  くるみケアプラン  

多摩 寺田 京子  
株式会社ケアネットケアステーショ

ン多摩 

麻生区 圓 ひとみ  潮見台みどりの丘  

区地域包括支援センター運営協議会 

川崎 岡野 成晴  ケアプラン まごころ  

幸 諸星 有恒  
さいわい福祉ケアマネジメントセン

ター 

中原 髙橋 輝美  アップル居宅介護支援  

高津 山口 まゆみ  SOMPO ケア川崎高津  

宮前 宮田 雅子  宮前平訪問看護ステーション  

多摩 酒井 嘉子  くるみケアプラン  

麻生 金長 雄二  ケアプランソーシャル  

川崎区地域福祉計画推進会議  

川崎区 寺崎 伸一  SOMPO ケア川崎日進居宅介護支援  

区認知症訪問支援事業  

川崎区 岡野 成晴  ケアプランまごころ  

幸区 岸本 孝太郎  フルライフ川崎  

中原区 黒澤 千鶴  なかはら訪問介護支援事業所  

高津区 岩瀬 まゆみ  たちばなケアプランセンター  

宮前区 徳山 華子  ケアサービス くじら雲  

多摩区 寺田 京子  
株式会社ケアネットケアステーショ

ン多摩  



麻生区 金長 雄二  ケアプランソーシャル 

 

区相談支援・ケアマネジメント推進委員会  

川崎区 寺崎 伸一  SOMPO ケア川崎日進居宅介護支援  

川崎区 田中 早苗  かわさき訪問介護支援事業所  

幸区 深澤 亮  
かわさき社会福祉士事務所 ケアプ

ランセンター  

幸区 田中 晴美  ほがらか介護  

中原区 高橋 輝美  アップル居宅介護支援  

中原区 石塚 珠江  とどろき地域包括支援センター  

高津区 佐藤 富美子  ケアパートナー 優心  

高津区 小泉 純子  合同会社わかばケア  

宮前区 岡 和子  ベネッセ介護センター鷺沼  

宮前区 徳山 華子  ケアサービス くじら雲  

多摩区 酒井嘉子  くるみケアプラン  

多摩区 伊藤章子  多摩の空ケアプランハウス  

麻生区 田中真紀  ツクイ・サンフォレスト川崎麻生  

麻生区 関野一代  
生活協同組合パルシステム神奈川ぬ

くもり麻生  

社会福祉法人川崎市社会福祉協議会 

川崎市社会福祉協議会・地域包括ケア 

システム推進会議委員 
出口 智子  ほがらか介護  

かわさき健康・介護フェア 福岡 真理子  あうん介護センター  

一般社団法人神奈川県介護支援専門員協会  

協力団体会員会長会議 出口 智子  ほがらか介護  

地域連携委員会地域連絡会部会 宮田 雅子  宮前平訪問看護ステーション  

制度改正・調査研究委員会 須山 暢彦  ㈱ケアネット ケアステーション幸  

 


